
参考資料5
都道府県別配分量見込

･第1回配分見込量

都道府県配分割合(%) 配分量(人分). ~配分量(ド-ズ)
全国 _ 100 590,000 1,1-80.000

1北海道 5.9 .35.000 .7.0,000
2青森県 p 1.2 ･7.000 14,000
3岩手県 1.2 7,000 ~~14.000
4宮城県 ･1.7 10,000 ~20,qOO
5秋田県 . 1.1 6.200 1.2,400
6山形県 1 6.000 1̀2,000

‥7福島県 - 1.7 ･10.100 p20,200
8茨城県- -2 ll,700 23.400

~9栃木県 1.4 8.300 16,600
10群馬県 1.5 9.100 18,200
ー1埼玉県 ■ 3.7 ･21,600 43.200
12千葉県 ' 3二4 _..20,000 . 40.000

14神奈川県 .4.8 28.600 57.200
15新潟県 1.9 ll,100 .22,200
･16富山県 1 6.lob _12.200
17石Jtl県 】1.2 ･7,,000 14.000

-20長野県 :1.8 '10β00 ′21,200
21岐阜県 1.4 -8,400 16,800
22ー静岡県 2.4 :/'It14;1,00 :.二128.200
23愛知県 4.6 27.200 ､54.400

.24三重県 1_3 7,900 :15.800.
25滋賀県 1 6,200 12.400
26京都府`､ ~2｣3 13.400 ■26.800
27大阪庶 6.9 40.700 81,400
28兵庫県 4 23.700 47,400
29奈良県 ･1 6.100 12.200
30和歌山県 0.9 5.400 ~10.800
31鳥取県 . .0_6 3i500 '7,000.
32島根県 ■ 0.7 4,400 8.800-

33岡山県 1..9 1-1.400 22,800
34広島県 2.5 14,800 29.600
35山口県 1.5 8,900 pl7,800
36徳島県 0.9 5,100 10,200
37香川泉 1 5,800 ー11,600
■38愛媛県 1.4 8,300 -16.600
39高知県 1..1 6.300 12,600
40福岡県 5.2 30.500 61.000
41佐賀県 0.9 5,400 10.800
42長崎県 . 1.6 9,500 1~9.000
43熊本県 2 ll,900 23,800
44大分県 1.3 7,500 15,000
45宮崎県 1.2 7,000 14,000
46鹿児島県 2 ll,700 23.400
47井縄件 1.3 7,600 15,200

第2回配分見込量

都道府県配分割合.(%) 配分量 _(人分) 配分量 -(ドニズ)
全国 100 _670,000 1.340,000

1北海道 5̀9 39二800 79,600
,2青森県 1_.2 7.900 15.800
3-岩手県-. 1.,2 ･8,000 16.000
4宮城県 1.7 11ー300 22,600

6山形県 1 6.800 13,600
_ 7福島県 ∴ _.ー~1_.7 _ll.50P 23.000

8茨城県` 2 13.300 .26.600
9栃木県 1.4 9.400 18.800

10群馬県. 1.5 10.400 20',800
~11埼玉県 - 3.7 24.500 49.000
12千葉県 _3,4 22,700 45.400
13東京都 . .9.1 60.800 .121,600

15新潟県 1.9 12.,600 ~25,200
16富山県 . 1 7,000 ~14.000
.17石川県..～ 1.2 8.000 16.000
18福井県 0.7 ー4,900 9,800
1.9山梨県 0.7 4,600 .9.200

二20長野県 千.8 12,100一一24.200
･21岐阜県 1■.4 9｣500 19,000
22静岡県 2.4 16,000 32,000
23愛知県 . 4ー6 30.900 61.800
24三重県 ･1.3 9｣000 18.000

26京都府 2.3 15.200 30.400
27大阪庶 6.9 46,100 92.200
28兵庫県 4 26,900 53.800
29奈良県 1 6.900 13,800
30和歌山県 0.9 6,200 ･12.400

-31鳥取県 .0.6 4,000 8,000

33岡山県 1-.9 12.900 25,800
34広島県 2_5 ･16,800 33.600
35山口県 1.5 10.100 20.200
36徳島県 0.9 5.800 ll,600
37-香川県 1 6.500 .13,000
38愛媛県 1.4 9,500 ･19.000
39高知県 1.1 7,200 14,400
40福岡県 5.2 34.600 69.200
41佐賀県 0.9 ～.6.100 12,200
42長崎県 1.6 10.800 21,600
43熊本県 2 13.500 ･27.000
44大分県 1.3 8,600 17.200
45宮崎県 1.2 7,900 15,800

※配分量は実際の製造結果や配送時q)包装単位によって変更になる場合がある｡
洪都道府県配分割合は各都道府県の医療従事者数(医師､看護師､救急隊員等)による｡
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新型ィ.ンフルエンザワクチシd)種類(国内産)'について

製造販売業者- ､.製剤の種'卑◆.-I.ll嘩卯剤の種類と;含有量 - 節付文書 .I(代表例)

･法研発所 '5mg/mL

0.5mLシリンゾ製剤**.保存剤なし

･-(財).阪大徹生物病研究会 1■叫 l○イアル製剤 チメロサー勅O.OOg血g/pL 別紙2-3●

* ① 年内の接種状況等を踏まえて､来年1月以降各社のバイアル製剤の種類の変更の

可能性がある｡ ;
② 製造元の情報ではこ慎重な手技(専門的手技)では､1mL製剤では成人1人分

(2回投与)､10mL製剤では成人9人分(18回投与)が嘩種可能とされている｡
**当該製剤はノ､111月上旬以降､出荷開始される予定.

別紙1:主な製剤の写真

別紙2:添付文書(各社O)代表的なもの)
各社の添付文書は､以下のホーム-ジを参照されたいo

http://www.info,pmda.go.ip/info/ivakuIindex.html

一般名｢A型インフルエンザHAワクチ㌢HINl｣で検索



A型インフルエンザHAワクチン(HIN1株)(新型インフルエンザワクチン)I インフルエンザHAワクチン(季節性インフJL,エンザワクチi,)

(学Hヒ里研究所 ∴ 定 立 ､一 一 .

r 怪 事 十十
l ∴ 署 嘉 予. L 工享受好 一
I -I_∴-.高 萩 ∴

(財)化学及血清 てこ∴蘭 ー

■療法研究所 ■■■ul".I,<hSi.土. じ

(射)阪大撤生物◆病研究会

, 株式会社 ー社 ー

+新型インフルエンザワクチンについては､各社所で同一色調の10rTIL製剤も製造の予定である.
さらに､(早)北里研究所は､同一色調のシリンジ製剤も製造の予定である｡

*季筋性インフルエンザワクチンはキャップ等に水色､新型インフルエンザワクチンはピンク色が使用
されている｡
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ウイルスワクチン叛

叫 〃一一一'叫壷 日本薬局方 生物学的製剤基準刺

慧 監 慧 に A型インフルエンザHAワクチン(HINl株)

生物由来製品

i:り朗 すること
粧売名 :A型インフルエンザHAワクチンHIM r化血研｣

貯 ･法 :遮光して､10℃以下に革幕を避けて保存 (【取扱い上の注意】参照)
有効期間 二検定合格日から1年 (萄終有効年月日は外箱等に表示)

日本梗準商品分類番号

本剤 は､A型HIN1(ソ連 型)､A塾HJ3N2r(香港型)､B型の 3疎混合 で製造 されてい る季 知性イ ンフル エ

ンザ ワクチンと同 じく生物学的製剤基準 ｢インフルエンザHAワクチン｣に準 拠 し..帝型インフル エンザ

新型イ シフルエンザA型 (HIN1)ワクチン と.して牲使用経鼓がな く､添付文書中の副反応､.篭球成済 ､

薬効薬理 等の情報 については季 歯性イ ンフルエンザ ワクチ ンと してめ成績を 記載 している.新型 イン7.

[#轟不適当寺序 防接種を受けることが連当でない都 】
･女達疎音が次のいずれかに該当すると速められる壕含

に時､捜種を行ってはならなしヽ ,
(1)由らかな親 を呈している者 ■

(2)重蔦な急性痕急にかからていることが明らかな者
-(3)本刑の成分によっでアナフィラキシー妄畠.したことが

あることが明らかを者 .

L(4)上記に薙げる曹a)ほか､予防蛙珪考行うことが不適当

【製法の概要及び組成 ･性状】
I.製法の療

- 本刑は､インフルエンザウイルスのA型棟を発育鶏卵で噂
琴し､増殖したウイルスを含む尿凍腔枚をしょ替密度勾寵遠
心法等により槻 泡箱後､ウイルス粒子をエーテル等により

処理してヘムアグルチニン (以下打A)画分浮遊液とし∴奉'.I

ルマリンで不活化した像.リン鮎 革帯射 ヒナトリウ与瀬費
用いてHAが塀定食含まれるよう希釈鋼製する｡

2.池成
木剤は､ImL中に次の成分を含有する｡

.成 分 分 丘

i .a成 分(郵遊牧)A/カリフォルニアJlnOD(hlNl)tlAき貴 く相当坤 は､30g以上

､添加物 ホルマ1)ン (A.iu払アルデヒドとしや 0.0lwノ～%以下

フエノキシエタノール 10_004Sd,

1酎ヒナトリウム 8.1JRS

リン革水素ナ一.)ウム水和物 2.5一喝

3.製剤の性状

本剤は､インフJL･エンザウイルスのHAを含む澄明又はわ
ずかに白濁した液剤である｡

pH:6.8-8.0
蔑違正比 (生理食塩液に対する比) '約 l

【効能 ･効果】
本剤は､インフルエンザの予防に使用する｡

【用法 ･用量】

0.5mLを皮下に､ 1回又はおよそ1-4週間の間隔を点い
て2回注射する｡ただしー6歳から13歳兼帯のものには0.3
mL､1講から6歳未満のものには0.2rhL l歳末清のもの
には0.lmLずつ2回注射する｡

-1-

tlj接姓間隔
2回壌種を行う場合の凍唖降隅は免疫効果を考慮する

と4港間おくことが望ましい｡
(2)他のワクチン穀剤との接種間隔

生ワクチンの接種を受けた者は､連館､

た､他の不活化ワクチンの線種を受抄た弓
日以上間隔を置いて本刑を接種することC

i
i
i

【接種上の注意】
l_捗匪要注意曹 (蛙種の判軒を行うに際し～注意を要する者)

被換種著が次のいずれかに放当すると辞められる場合は､

健醸状嘩 'U'体現を助零し､珍京及瑠 聯 菅の判断草慎虚
に行い､予防接種の必畏性.別反応､有用性について十分な
税明を行い､同喪を確尭k:得た上で､注意して綾種すること｡

-Ltll)由良血管系疾患､骨膜疾患､肝耗疾患､血液疾患､発育障

.寿等の基礎疾患を有する者
(2)予妨族称で接辞後2日以内に魂 のみられた者及び全身性

宛夢等の7レル羊-を疑う症状を呈したことがある者
13)過去にけいれんの既往のある者

糾過去に免疫不全の砂肝がな苦れている者及び近覇者に先天

性免症不全症の考がいる者
(5)気管支噂息の奉る者

(6休耕の成分又比津卵､鶏肉､その他藩由来のものに対して
アレルギーを呈するおそれのある者

2.重要な基本的注意

(1)本前柱､r予防接種美並茂由｣及び rインフルエンザ予防

脚 に準拠して位相すること｡
(砂披接硬膏について､捷種苗に必ず問診､検温及び珍羨 (視

診､聴捗勤 によって健康状態を河ぺること｡

(錦城避菅又はその保痕者に･.嬢種当日I蛸 汝な遜如ま逆帆
接種部位を帯群に保ち､また､溝凝後の鳥離監規に留意し､

･局所の異常反応や体現の変化､さらと高熱､けいれん等の

異常な症状を呈L.た場合には速やかに医師の診集を受ける

よう事前に知らせること｡
3.相互作用

併用注意 (併用に注意すること)

.免疫抑制剤 くシクロスポリン製剤等)等との防係t)

免疫抑制的な作用を持つ製剤の投与を受けている者､特に

長期あるいは木魚投与を受けている者は免疫断絶が倍下して _

いるため本刑の効果が得られないおそれがあるので､併用に
態意すること｡

4.割反応 (まれに:0.1%未満､ときに :0.1-5%未満､別
詞なし:5%以上又は頻度不明)

川重大な副反応 -

1)ショック､アナフィラキシー様症状 :まれにショック､

アナ7.イラキシー様症状 (帯締疹J呼吸困兼､血管浮腫
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等)があらわれることがあるので､接種後は横森を十分に

行い､異常が定められた場合k:杜適切な処置を行うことo

2)急性散在性勝書見発 くADEM) :まれに急性散在性脳

●脊髄炎 (Al氾M)があらわれることがある｡通常､接

種後数日から2週間以内に発熱､頭痛､けいれん､謝

噺 久 恵叢障音等があらわれる｡本症が疑われる場合に

は､MJil等で診断し､適切な処置を行うこと.

3)ギラン ･Itレー症候群 :ギラン ･バレー症候群があらわ

れることがあるので､四肢達也から始まる弛駿色麻痔､

艇反射の誠弱ないし消失等の症状があらわれた場合に紘

適切な処置を行うこと.
4)けいれん :けいれん (熱性机 ､れんを含む)があらわれ-.■■■lることがあるので､症状があらわれた場合には適切な処

置を行うこと｡

5)肝機能瞳書､貴痘 :AST(GOT)､ALT(GPT)､†'-
crI･P､A卜Pの上昇等を伴う肝機能辞書､責痕があら

われることがあるので､異常が認められた場合には適切

な処置を行うこと.

6)噂息発作 :噂急発作を誘発することがあるので､碗索を

一 十分k:行い､症状があらわれた場合には藩切な処直を行

うこと｡

(2搾･の他ゐ副反応

1)過敏症 :まれに接種直後から致日中に､発疹､苛麻疹､

湿疹､ 紅斑_多形紅斑､そう痔等があらわれることか

ある｡

2)全身症状 :発熱､悪寒､頭痛､倦怠感､-一過性の意秩
消失､めまい､1)ンバ節腫脹､喝吐 ･噴気､下痢､関

節痛､筋肉清等を認めることがあるが､通常､2-3
日中に消失する｡ .

3)局所症状 :発赤､腫脹､梗籍､熱感､痔痛､しびれ感

等を認めることがあるが､通常､2-3日中に群失する.

5.高齢者への捷捷

こし..､.ご丁股に高齢者では､生理舶 Eが低下しているので､接種に
･ 1当た;っては､予診等を頒重に行いヾ禎接種者の健康状蛙を十

分に嬢察すること｡

けら.妊婦､産婦､授乳婦等への接種
ト` 三.,;∫.'妊娠中の壊種に肝する安全性は揮立していないので､妊婦

__.i,Ll文は妊娠している可能性のある婦人には接種しないことを原

'則とし､予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断苫れる

場合にのみ鼓種すること｡

7.捷珪時の染ま

日銀 用器具

l)損耗月滞具は､ガンマ線等により滅菌されたディスポー

ザブル晶を用いる｡

2)注射針及び注射筒は､破接種者ごとに取り換えなければ

ならない.,

(2機種時 _

･l)容韓の栓及びその周回をアルコールで滑車した後,注射

針をさし込み､所重量を注射館内に吸引する｡この操作

に当たっては雑菌が迷入しないよう注意する｡また､栓

･ を取り外し､あるV､蛙他の容韓に移し使用してはならない.

2)注射帥 D先端が血管内に入っていないことを確かめるこ

と｡

(3)軸 性

凍鍾部位臥 通常､上腕伸珊とし､7)レ号づレで消毒する｡

なお､同一捷種妬位に反復して接辞することは妙 ナること｡

【昏康成捺】
1.有効性

377名の15-17歳の少年を178名と199名に分け､前著には

対照として破傷凪トキソイドを､後考には流行の予想苦れる

香港型ウイJt,スの不活化ワクチンを接種した.その冬k:なっ

. て対照群 (ワクチン非接種)では､同じ抗床型の香港ウイル

スに27.5%の少年が感染したのに対t̂ ワクチ湖 群にお

いては､均 l/5の5.5%の罷患率が算定され､この時のワク
チンの有効率は80%であった.2)

1997-20m年において老人碍祉施設 ･病院に入所 (院)し

ている青筋看 (65歳以上)を対象にインフルエンザHAワク

チンを 1回接種し有効性を細 した｡有効任の正確な解析が

可能であった98/99シーズシにおける結果から､発病阻止効

果は34-55%､インフルエンザを雑 とした死亡阻1細 黒は
82%であり､インフルエンザHAワクチンは重症化を含め個

人防衛に有効なワクチンと判断富れた｡なお､解析対象者ば

同意申得られたワクチン接種者1.198人､非接種者 (対頭群)
1.044人であった.V

2.安全性

インフルエンザHAワクチン凄凄後の主な副反応は発赤等

の局所反応 (ll.4%)及び親 等の全身反応であった.!)
有鈴音 (65歳以上)に対するインフ71,エンザ托Aワクチン

の安全性を､国内･5社のワクチンを用いて荊宜し牢o1.204例
の対象者に乙306回の凄種が行われ､副反応の発現頻度を､

接種後3日間に老嬢種者が有事事象として苛めた症状を記入

する親萱方法により飼査した｡その措果､全被披錘者の刊反

,応は､発熱な.どの全身反応が】1.3%､発赤などの局所反応が
･11.6%であったl)

【薬脚 一)

インフルエソ巾 Aワクチンを3過間隔で云回射 した場合､

壌患1カ月後に堆抜癖 の77%が有効予防水準に遺す争.
接種後 3カ月で有効抗体水準が78.8%であるが､5カ月では

50.8%と減少する｡効果ゐ希柾は､流行ウイルスとワクチンk:

含まれているウイルスの抗庶型が一致したときにおいて3カ月

続くことが明らかk:な.)ている｡基礎免疫畢持っている尊台は J

ワクチン接種群における有効な抗体水準は､3カ月を過ぎても

維持されてい草が､基礎負_#申ない場合k:時､効果の持妖期間
が 1カ月近く短節される｡

【取扱い上の注意】
1.保存時

誤っ欄 蘇させT:'もの臥 晶転 倒 ヒ岬 ､るお平 野あ,,_.,..
るので､使用してはならない｡

2.繊 前

使用前に臥 必デ､異常な荘濁､着色､異物の塩入その他

の異常がないかを柾毘すること｡

3.某社時

(I)冷蔵庫から取り出し室温になってから､必ず振り喪ぜ均等
にして使用する｡

(2卜 度針をざしたものは､貯法 (逆光して､】0℃以下に凍箱

を避けて保存)に従って保存し､当日中に使用する｡

【包 装】
搬入 10汀ム :1本

【主要文甜
】)versltJIs,DJ.etal.:An tlvhTalRes.suppILI289.1985

2)suglura.A.etal･J･Infect-DJs･ユ呈卵 472･1970
3)神谷斉ほか :厚生科学研究受補助金 (新興 ･再興感染症研尭

事業)､横合研究報告青 く平成9年～11年度)､

インフルエンザワクチンの効果に関する研究

4)壌島銘国昭 :ワクチンハンドブック (国立予脚 師 学

友会藷)p.130.1994
5)堀内新 王か :予防接准尉虎に牌する文献集 些 113.2000

【文献請求先】
細 隼人 化学及血清貞法研究所 営業管理部
〒860-8568 熊本市大珪-丁目6番1号

℡096(345)6500

製造1旺売

-2-

駅北学及血清療法研究所
熊本 市大建 一 丁 目6番 1号

EE≡五匹=-Ll
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如泊年ユ0月僻成 く粛1版)

' 生砂由来製品 ウイルスワクチン演
劇 _ 荘 日本藁局方 生物学助魂剤基準

日本標準面品分析 号

東 夜 番 ･号 (61E)1183

坂 元 粛 姶 1986年10月

蜘 ん匿緋 .A 型 イ ン フ ')V エ ン ザ H A ワ ク チ ･> (H IN l株 )

版売名 :-A型インフルエシザHAワクチンHIM ｢北研｣

貯法 ;造光して､10℃以下に凍蕗を避けて偉容 (【取扱い上の注意】参掛

本剤は､pA型HIN1ぐソ章動 ∴A型H3N2(香港勤 こB型の S珠混合で我遺され七いる季節性インフルエンザワクチンと

同じく生物学的盛潮華準 rイシフルエ ンザHAワクチン｣に準拠 し,新型インフルエ ンザA型 (HINl)ウイルスめ単痕

原HAワクチンとLt製造されたものでみる.

新型イ ンフルエンザA型 (HIN1)_ワクチ ンとしては使用軽韓がな くー添付文書中の.ilJ反応.尊床球績､貴効義理等の

鹿幸引こうい七は季節性インフルエンザワクチンと.しての硬練を記載 してい.る.-新型インフル土ンザA塾 (HINl)ワク

.【抜穂不適当暑 く予防嬢由を受けることが適当でない者)】
披接種者が次のいずれか こ該葺すると繋められる場合には､
腰椎を行ってほなら-Bい.▲
L(1)明らかな発熱考量している寺
(かま篤な急性戻着にかかっていることが明らかな者.
(3)本邦の成分ftよって7ナフィラ車シ｣を皇したことが

あることが明らかな著
(4)上敵 こ称 する者のほれ 予防接種を弔う=:とが不適当

【穀津の概要及び組成 ･性状】
1.製法の概要

本刑蛙､厚生労働省より措定･されたインフールユンザウイルス
のA型梓を発育溝卵の鹿渡艦内に壌種して増発L､増殖 した
ウイルスを合も鹿渡腔液をとり.ゾーナル遠心横を用いた
しょ糖轡旋勾配遠心法により特製僻 後､エーテルを加 え

.iてウイルス栓平を牙解してHA蘭分9-濫決を靴 る｡ これを
J/-ホルマリンによ-り不活化した後でLIJン敏也桝 化ナ};リ.ク_.I-.

ム級を用いて凍ウイルスのHAが洗足丑含まれ争よう希釈的
老した陳謝である｡

'′L 2.-;租 鹿
本剤蛙､'lmL中に下記の成分 ･分立を合有する｡

･庇 . 令 分. 丘

有効来合(製造棟)Ajが )7.才ル=7/7/2009(ftJ-MJ fl婚 有丑(相当傭)は､30pg玖上

安鋤 ホルマリン 0.lJIL放下

親衛剤 リ̀ン牧水崇ナい)ウム水和物 2.5ユdgリン政ニ畑 カリウム 0.408mg
或財とナトリウム 8.3mg

分敢剤 求}ソ)レぺ-トめ , 0_1〟L以下

3.性 状●
棚 は､インフルエンザウイn･スのヘムアグルチニン (rrA)を
含む菅明又はわずかに白濁した洗剤であるo
pH:6.8-8-.0､鼓逆圧比 く生理食塩掛 =付する比):約1

【効能 ･効果】
本都は､インフルエンザの予防に使用する｡

【用法 ･用量】
05mLを放下に､1回又はおよそ 1づ 盛岡の間隔をおいて
2回注射する｡をだし､6.鼓から13鼓末端のものには03nlL､
1歳から6鼓束粥のものにはa2tnL l鼓未満のものには
0.1rnLずつ 2回牲射する｡

用法 ･用量に鱒蓮する接種上の注意
1.凍雅邦隈

2回凍租をrTう皆合の叢唖開削 ま､免凌物見を考慮する
と4過的おくことが望ましい｡

2.他のワクチン製剤との凄種間隔
生ワクチンの接種を受けた者は､通常､278以上 また他の
不活化17クチンの凄種を受けた着は､通常､6日以上仰向
を思いで本剤を讃耗すること｡

【丘種上の注意】
1.境野要注意巻く捷種の判断を行うに蛭し､注意をきする着)

被接種者が次のいずれかに簸当すると蘭められる沓合は､
健康状襲及び体質を勘尭し､静索及び捷租適菅の判Wrを憐盈

I0910NBl

に行い､予防蛾 の必芳性､副反応､有用性について十分な
鼠明を希い､･同意を確実に待た上で､港意して鼓柾すL･こと

u)心巌血管系疾庇､腎席疾息､肝腺疾息､血統疾患､発育
野暮等の基礎集塵を肴する者

(2)予防接種で凄種後 2日以内に発熱のみられた者及び全身
性発疹等のアレルギーを発う症状を皇したことがある者

(3)遺書にけいれんの既往のある者
(4)退会に免疫不全の夢肝がなさTLでいる昔及び近親者に

･先天性免疫不全症の者がVI･を者
(5)気管支噂息わある草
(6)本対の成分又は軸 P､鶏肉､その他薙由来のものに対して

アレルギーを皇するおそれのある者

之.重要な基本的注意
く1〉本刺は､ r予防接種芙施規則J及び rインフルエンザ予防
'旋律爽妬き軌 書コ取払して班用すること｡

(2)被御 者について,接種前に必ず同臥 検温及び珍菓
親 臥 聴妙等)によって他酸状藩を嗣べること｡

く3)奉剤は添加物とLでチメtJlサJル 壬水銀牝合物)･pを倉奉
じでいち｡'チメロせこ≠含有製剤あ簸与ー堆種目により､
過敏症 (発熟､.発疹､尊味軌 征野､窃尊等)があらわ

れたとの報告があるので､問野草-ヒ列 三背!丁､凍建株時
政寮を十分に行うこと ｡ .二､･､･'､∵･-

'(4)破接凍菅又はその一県凍者に､凍牡当E=ま過激'な運動は
遜Ilt捗駈部位を糊 に保ち､､また､耕 後の脚 に
留宜し､局所の異常反応や休閑の変化､さらに高熟､けい
れん等の異常な症状を皇した場合には､速やかに医師の
診衰':%受けるようヰ前に知らせること｡

3.相互件用
併用注意 (併用に注意すること)
免準抑制剤 くシクロスポ1)ン氷期等‡一等との関係 l'

免故抑制的な作用を持つ腰剤の投与を受けてい争乱 掛 こ
､ 長期あるいは大丑投与を受けている者は本邦の効果が待ち

れないおそれがあるので､併用に畢生すること｡

....._.4､_副反応.(まれに_LO.1%未済.ときに :OJ-5%未満､糾問
なし:5%以上又は頻度不明)

(1)蟹大な副反応1)ショック､7ナフィラキシ-横症状:まれにショック.アナフィラキシー様症状(亨麻疹.呼吸困難.血管
芽腫等)があらわれることがあるので､柵 は伸葬を
十分に行い､.異常が琵められた堵針 こは適切な処世を
希うこと｡

2)急性散在性脳幹鍵灸 (ADEM):まれに急性散在性題
号鍵爽 (ADEW があらわれることがある｡遺骨､嬢碓
放牧臼から2過何以内に放熱､所輔､けいれん､運敢
障私 意漁薄青等があらわれる｡孝癌が疑われる社告
には.､MRT等で診断し､適切な勉旺を行うこと｡

3)羊ラン-バレー症候群 :ギラン･バレー症候群があら
われることがあるので､四肢逆位から始まる弛軟性

L 廃鉱 ~鹿反射の溌帝ないし消失等の摩状があEBわれた
鎗合に蛙茸切な処旺を行うこと｡

4)監禁 を嘉監 粗 く笠2-誤認 ･詑 君弘 だ豊島老
女処政を行うこと｡

5)肝捜能厚等､未痘 :AST(GOT)､Al一(GPT)､yぷTP､
Al･Pの上昇等を伴う肝故能降等､責直があらわれること
があるので､異常が把められた妙合には適切な処鑑
をrTうこと｡

6)噂息発作 :嘆息発作を務発することがあるので､耕簾
を十分に布い､症状があらわれた糠合には適切な処せ
を行うこと8
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失､めまい､リン′咽凪臥 堰吐-帆 下私 印貯痛､
内痛等を認めることがあるが､通常･2-3E]中に

(2)その他の副反応
1)過色症 :まれに暴徒直後から致日中に､発疹･穿麻疹･

湿蘇 虹臥 多形紅臥 膚拝等があらわれることがある｡
2)全身症状 :発弘 志象 頭痛､倦怠臥 一過性の意故__二二二""_._.1 _-▲_ -..__■__ILJ～■-
消
筋
鞘
局
等

3)
失ナる｡

莞 監 要覧 碧監㌔温 豊 潤 遠 穿 監

5.高齢者への接種一般に高齢者で血 生環境能が低下しているので､碁種に
●当た.,て臥 予診等を旗圭に行い､破壊准看の健康状丑を十分に胡泉することo

6.妊辞.産婦.授乳樟等への嬢津

隻慧謡 讐 盟 諾 詑 謂 票と詣 孟ご芸吉と誓讐庶月ほ し､予防養種上の有益性が危険性を上回ると判断される埠合のみ接牡することo
7.接種時の注意
(])凄薙時])讃祥月券鼻は､ガンマ線等により浪菌 きれたディス

ポーザブル品を用いる｡2)容器の栓及びその月齢をアルコールで滑毒した援･注射
針をさし込み､所要卓を注射器内に吸引する｡この操作
に当たっては雑首が迷入しないよう注意す る｡また･
栓を取り外し､あるいは他の容掛こ移し使用 しては
ならない｡3)注射針の先勝が血管内に入19ていか､ことを碑かめる
こと｡4)澄射針及び注射博は､境接種曹ごとに取り換えなけれ
ばならない｡

(2)# *B I接種鮒釦も通常､上旋押倒とし アルコールで消専する｡な臥 同一接種沸位に炭複して撲経することは逝けること｡

【昏床成辞】
1.有効性15-17歳の青年男性377名を178名と】99名の2評に分れ前者には対原案として破瀬見トキソイドを･後者には洗行の予想されるA香港型ウイn,スのインフB,エンず不活化ヮクチンを凄社した｡その冬における対.%新王･同じ抗原型のA香港型ウイルスに27.5%の盛典卒を示したのに対し･ヮクチン凍帝群においでは･.*1′5の5･5%の感染率でぁり､この時のワクチンの有効率は80%と夢先さhJた091997-2000年において老人軸 旋･蒲院に入所(酪 している高齢者(65鼓以上)を対象にイ･ンフルエンザHA

､ワクチンを1回凍種し有効性を評価した｡有効性の正確fJ:肺が可能であった98個 シーズンにおける帯束から･発病阻止効果蛙34-55%､インフJL,エンずを実収とした死亡阻止効果は82%であり､インフルエンザ HAワクチンは玉癌化を含め個人防衛に有効なワクチンと判断された｡なお､#析対象者は同意が得られたワクチン講徒者1198人･非凍種曹 肘 .%辞)1044人であゥたoJ'

2.安全性ィンフルエンザHAワク チ ン凄荘後の主な副反応は･発赤等の局所反 応 (ll.4% )及び地 等の全身反応であった｡0高齢者 (65歳 乱 心 に付するインフルエンザHAワクチンの安全性を､国内5牡のワクチンを用いて粥査した｡1204例の対象者に2306回の桝 が行われ 副反応の発現.必定を､凍種雀3日剛こ准凄種者が有書事象として留めた症状を記入する調査方位により粥査した｡その籍丸 全敏藩粗肴の副反応は､発弘等の全身反応が11･3%･発赤等の局所反応が11.6%であったoLl

【象功･薬理】
ィンフルエンザHAワクチンを3週間fq陽で2回藻草した埠合､
凄鍾1ケ月後に社鼓種者の77%が有効予防水準に逢する｡
叢秤凄3ケ月で有効予防水葬が78･8%であるが･5ケ月では
50B%と戎少する｡効果の挿掛ま､洗行ウイルスとワクチンに
含まれているウイルスの抗庶塾が-鼓 した時において3ケ月
続くことが明らかになっている｡基夜免疫を持っている場合は､
ヮクチン凍社辞における有効予防水準は､3ケ月を過ぎでも
徒持されているが･暮夜免疫のない塊合には､効果の拝鼓期間が
1ケ月近く短耕される｡̀〉

【取扱い上の注意】
1.接種前
(1)罷って放頼させたものは･品質が変化しているおそれが

あるので､使用してはならない｡
(2)使用前には､必ず､異常な浪蒲､着色､異境の混入その

他の異常がか ,かを確密すること｡

10910がBl

2.嬢津時
(1)冷長座から取り田し室温になってから､必ず卓 り晩ぜ

均等にして使用する｡
(2)一皮針をさしたもの臥 当日中に使頼する｡

【包 装一
瓶入 llDL 1本

【主要文献】

(1)Yerslu血DJ.etal.An tiviralRes;Suppl1:289~92
(1985)

!…i謎 晋 鼠当 iDE,ecILDie,;i2,25)j･)702謎 温 も
研究.厚生科学研究斉補助金 (新興 ･再興感染症研究
事業)冷食研究報告書 (平成 9年-11年度)

(4)娘蕗銘即 乳 国立予防再生研究所学友会務･ワクチン
ハンドブック:130-41(1994)

(5)頻内 済 他 予防接准t)サーチセンター編.予防叢巷
制定に関する文献集 ･.30'･113-8(2000)

【文献耳求先】
〒364-0026 埼玉県北本市荒井六TFlll着地 .

.学校法人 北里研究所
生物製剤研究所 安全管琴部門

'【製品情報お伺い合わせ先】
罪一三兵凍式会社 単品情報&

屯替 :0120-ユ89-132

【製造販売元】

'ゆ慧監禁莞莞
【販売元】

一旦 監 慧 莞監禁

lⅢ 皿l川 … 1Ⅰ211D
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生物由来製品 ウイA,.スワクチン煮
齢 東 日本集局方 生物学的蜘 基準

求,翠_香 _普.15700EZ.ZOl蜘
欝 伸~塀 救 ･道 _局..外

竿 やん庭鮎初A型インフルエンザHAワクチン(叩 N嘩 )
姫 売 名 ,,'A型インフルキンザHAワクチンHINl｢ビケン｣

誓蜘 琵::宗 主㌫禁 等 諾 各諾 芸認 覧悪 法 ア'a:*】参照)
注油 患一庭師等の処方せんにより億用すること

本郷ま､A型 HIN1(ソ連型)､A型 H3N2(香港型)､B型の3株混合で製造されている妻素性インフルエンザワクチンと圃
L;く生物学的製軸基準 ｢インフルエンザHAウクチン｣に準拠し､新盤インフルエンザA型如1N1)ウイルスの単杭居HA
･ワクチンとLf'製造されたものである.
新型インフルエンザA型(rllN1)ワクチンとしては便用経財 なく､添付文書中の副反応､蕗床成革､襲効薬理等の確報
については季節性インフルエンザワクチンとLtO)成溝を記載している;新型インフルエンザA型(HIN1)ワクチンとし

1接種不藩当苛 -･(予防接種を受けるごとが適当や

ない者)】

故接種者が次のいずれ桝 こ茅当すると認められ

る場合には､接種を行ってはなら左い｡.I

1.明らかな発熊を呈してtlる者
2.重責を急性疾患にかかっていることが明･らか

な者

3.本剤の成分によってアナフィラキシーを呈し

たことがあることが明らかな者

4.上記に掲げる者のほかし予防接種を行うこと

が不適当な状態にある者 ･,/-･

【製法の概要及び組成 .･性抹】

i.製法の概要

本邦は､イ ンフn,エンザウイルスのA型株を発育鶏

卵で培馨 し､増殖したウイルスを呑む尿膜腔液を

ゾ-ナル遠心榛による庶糖密度勾配遠心法により渡

箱精製後､ウイルス澄子をエーテル等により処理し

て分解 i不活化したHA画分に､リン酸塩巌律塩化 ･

ナトリウム液を用いて発走液圧に訴製Lf=液剤であ

る｡

2.組 成

本剤は､1mL中に次の成分を含有する｡

成 分 _分 盈

有効成牙(製並株)Aノカl)フ*ルニTn/._2CXX?(比が1)HA争丑鯛当償)は､30FLg以上

親 衛 剤 リン敢水素ナト1)ウム水和物 3.53mg
リン酸二水素ナトリウム 0.54.tog

等張化剤 塩化ナTJ)サム &50mg

3.性 状

本剤は､イン71VエンザウイルスのへもアグルチS_

ン (HA).を含む澄明又はわずかに白濁した液剤で

ある｡

pH:6.8-8.0.

没達圧比 性 理食塩液に対する此):1･O.±0.3

- 1 -

..‥ 【効能又は効果】

本剤は､インフルエンザめ予防に僚用する｡

[用法及び用量7

0.5mLを皮下に,1回又はおよそ1-4週間の間隔を

おいて2野性射する｡ただし､6歳から13歳未満の

ものには03mL.1歳から6歳未満のものには0.2mlハ

ユ歳未満のもめには0.1mLずつ2回注射するO

用法及び用量に関連する接種上の注意

1.洋種間隔

2恒t濠棟を行う場合の換港間l弓削ま､免疫効果を考

慮すると4逸聞おくことが望ましい｡

2.他のワクチン製剤との凍種阿国

生ワクチンの叢我を受けた者は,･通常､27日以

上､また他の不敵イヒワクチンの♯種を受けた者

は､遺骨､6日以上開拓を磨いて本剤を壊種する

こと｡

【接種上05注意】

1.接種要注意着 く接種の判断を行うに捺 し､注意を

要する昔)

榛接種者が次のいずれかに該当すると認められる場

合は､健康状登及び体質を勘案し､診察及び濃種適

否の判断を慎重に行も､､予防凍種の必要性､副反

応､有用性について十分な鋭明を行い､同意を確英

に得た上で､注意して壊種すること｡

(1)心渡血管系疾患.腎臓疾患､肝輝疾患､血液疾息

発育障書等の基礎疾虚を有する者

-12)予防榊 で濃種後2日以内に発熱のみられた者及

び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈した

ことがある者

(3)遺書にけいれんの鹿徒のある者

(4)過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親

者に先天性免疫不全症の者がいる者
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(5)気管支喝息のある者 ､

(6)*期の成分又は簸軌 鶏肉･その他鶏由束のもの

.に対して､アーレ,tギーを呈するおそれのある者

2.重要な基本的注意

(1)本剤は､｢予防接穣荒粒克則｣及び rインフルエ

ンザ予防接種実施要領｣に準拠 して使用するこ .

と｡

(2滞 在穫者について･接種前に必ず問診･検温及び

診察 (視診､聴診等)によって健康状態を調べる

こと｡

(笥本剤は添加物.tしてチメロサール 休 射 ヒ合桝

･を含有している｡チメロサール含有製剤の投与

(##)により､過敏症 陳 軌 発疹､葦麻疹･紅 l

斑､そう淳*)があらわれたとの報告があるので､

問診を十分に行い､摸種後は観察を十か こ行うこ

と｡

･(4滞蕃種者又はその傭蔑者に､接種当日は過激な連

動は避け､波種部位を清潔.に保ち･また､漬種後

の健康監視に留意し.局所の異常反応や体詞の変

イヒ､さらに高熱･けV,れん等の異常な症状を皇し

た場合には､速やかに医師の診察を受け･るよう事

前に知らせること0

3.相互作用

併用注意 (併用に注意すること)

免疫抑制剤 (シクロスポリン製剤等)等との閑静 )

免疫抑制的な作用を持,l製剤の投与を受けてV=ゝる

者､特に長期あるいは大量投与を受けている者は本

邦の効果が得られないおそれがあるので､併用に注

意すること0

4.副反応 (まれに:0.1%未済･ときに:0.卜 5%未

済､副詞なし:5%以上又は頻度不明)

(1) 重大な副反応

1)ショック､アナフィラキシー樺症状 ∴まれに

ショック､アナフィラキシー様症状 (蕎麻疹･

呼吸国雄､血管羽 生等)があらわれることがあ

卑ので･濃種後は枚寮を十分に行い､異常が認
められた場合には適切な処置を行うこと9

2)急性散在性脳背位炎 (ADEN):まれに急性散

在性脳青草炎 (ADEM)があらわれることがあ

る｡通常､接種後数日からZ週間以内に発熱･

頭痛､けいれん 連動辞書､意識障害等があら

われる｡本症が疑われる場合には､MRl等で

診併し､適切な処置を行うこと｡

3)ギラン･JIL,.一症候群:ギランIJIi,一症候群

があらわれることがあるので､四肢遠位から

始まる弛緩牲麻痔､鹿反射の減弱率いし消失

等の症状があらわれた場合には適切な処置を

行うこと｡

4)けいれん:けいれん (急性けいれんを含む)が

あらわれることがある_ので･症状があらわれ

た場合には適切な処置を行うこと｡

5)肝携能序章､責痘:AST(GOT)･ALT(GPT)～
γ_GTP､.Al･Pの上昇等を#.う野横能障巷･責

壇があらわれることがあるので､異常が認め

られた場合には適切な処置を布うこと｡･

6)噂急発作 :鳴急発作を誘発することがあるの

で､観察を十分に行い,症状があらわれた場合

には適切な処置を行うこと｡_

(2) その,噂の副反応

1)過敏症 :.まれに濃種直後から数日中に､発疹･

考慮疹､湿疹､紅駄 多形碍 臥 そう疫等があ

ーらわれることがある;

2)全身症状 :発鼓､悪寒､,頭痛､倦怠感･一遇性

の意諾消失､めまい､リンパ節腫堺､喝吐･呼

気､下軌 関節痛､筋肉痛等を認めることがあ

る机 通常､2-3′日中に滑失す右■0

3)局所症状 :発赤､腫臥 硬結､熱感､痔痛･し

びれ感等を認めることがあるが､通常､2-3

日中に清失すi｡

5.高齢者への接種

一般に高齢者では､生理横能が低下しているので･

凄種に当たっては､予診等を慎重に行い･被接種者

の健康状意を十分に観察すること0

6.-妊婦√-産婦､凝乳掃等への接種

妊最中の接種に関する安全性は確立していないの

で､妊婦叉は妊娠して.りる可能性のある婦人には嬢

種しないことを原則とし､予防凍種上の有益性が危

険性を上回ると判断尊咋る場合にのみ接種するこ

と｡

7.接種時の注意

_(1)接種時

1)接種月番兵乱 ガンマ線等により滅菌された

ディスポーザブル品を用いる｡

2)容者の栓及びその周囲をアルコ-)Vで鞘毒した

後､瞳射針をさし込み､所要量を注射暮内に吸

引する｡この操件に当たっては雑菌が迷入しな

いよう注意する｡

ま左､栓を取り外し､あるいは他の容掛 こ移し

俵田してはならないo

3)睦射針の先韓が血管内に入っていないことを確

かめること｡

4)港射針及び注射筒は､披接種者ごとに取り換え

､なければならない｡

(2)壌種鉢位

接種射立は､通常､上腕伸倒せし､アルコールで

消毒する｡なお､同一凄種部位に反復して接種す

るととは避けることDAN

-2-
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【曲床成続】

1.有効性

15-17歳の青年男性377名を178名と199名ゐ2群

に分け､前者には好漁薬 として破傷風 トキソイ ド

を､後者には施行の予想されるA香措型ウイn/スの

インフルキンザ不活化ワクチンを叢革 した｡才の冬

における対席群は､同じ抗原型のA香港型ウイルス

に275%の感染率を示 したのに射 し･インフ)Vテン

ザワクチン讃琴掛 こおし､ては､軌 /5の5,5%の盛典

率であ り､ この時のワクチンの有効率は80%と算

点された2㌧

1997-2000年において老人福利:施設 ･病院に入所

(院)している高齢者 ¢5歳以上)を対象にインフ

ルエンザHAワクチンを1回捗建し有効性を評価し

‥∩t｡有効性の正確な解析が可能であっ_た98/99.シー

ズンにおける着果から､発病阻止効長持34-55%､

インフJVエンザを契機 とした死亡阻止効果は82%

であり､ィ.>フルチンザHAワクチンは重症イほ 含

め個人蛎衛に有効なり.クチンと判断された｡なお､

.解析対象者は同意が得られた771クチン我種者 1.198

人､非接種着 く対照群)1.044人であっが )｡

2.安全性

インフルエンザHAワクチン接聴後の主な副反応

は､●発赤等の局所反応 (ll.4%)及び発熱等の全身

反応であった4)｡

山高鈴音'(65歳胤上)に対す右イー/フルエンザHAワ

クチンの安全性を､国内5社のワクチンを用いて調

査した｡1,204例の対象者に2.306回の凍種が行われ､

副反応の発現野良を､我種後3日剛 こ被接種者が有

書事象として認めた症状を乱入する訴査方法により

調査 した｡その籍果､全破壊種者の副反応は､発熱

･な●どの全身反応が 11.3%､発赤などの局所反応が

11.6%であった6)｡

【薬効葉理】ヤ

インフ)t'エンザHAワクチンを3適脚荷で2回漢種 し

た場合､凄種 1カ月後に我凍種者の77%が有効予防

永準に達する｡

接種後3カ月で有効予防水準が78B%であるが､5カ

･月では50.8%と減少する｡-効果の持掛 土､読行ウイ

Jt,スとワクチンに含まれ'Tいるウイルスの抗原丑が

一致した時において3カ月濃 くことが明らかになっ■

ている｡基礎免疫を持IDている場合は､ワクチン凄

_ 種群における有効予防水準は､3カ月を過ぎでも雄

琴されているが､基礎免疫のない場合には･効果の

持競期間が 1カ月近く･短篇される｡

･-3-

【取扱い上の注意】

1.接種前 -

(1)誤って凍結させたものは､晶質が変化 しているお

■それがあるので､俵田してはならない｡

(a)鹿田前には､必ず､異常な痕清､着色､異物の漁

入その他の異常がないかを確認すること｡

2.接種時

(1)冷点庫から取 り出し室温になってから､必ず亜 り

汲軸 等にして使用する｡

(2)一皮針をさしたもあは､当日中に便用する｡

･【包 装】

瓶入 ImL 2本

搬入 iOmL 1本
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坂 売 名 :A型インフルエンザHAワクチンHINl性 租
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貯 - 法:運光して,10℃以下に凍串亨置けて保存 (【取壊い上の注意】参照)｡
有効期間 :検定合格日から1年 (最寮有効年月日は外箱等に表示)｡
注)昏意一医師等の処方せんにより使用すること｡●

車一 粗 肴 161的】望ZOIZ)70秒

本朝は■,.A型H1.N日 ソ遮型)..Å型H3N2(香港型)..B型の3株混合で製造ーされている季節性イi,フルエンザウクチン
と同じく生物学的製剤基準rインフルエi,ザHAワクチン｣に準拠 し.新型インフルエンザA型(HIN1)ウイル女の単
抗窟HAワクチンとしそ製造されたもので奉る.春型インフルエンザA型 (HIN1)ワクチンとしては使用逢坂がなく.
添付文書中の副反応,路床成凄.妻効薬理等の情掛 こついては季節性インフルエンザワクチンと̀しての成績を記載

【接種不適当■着 く予防榛噂を受けることが適当でない者))
敏捷頓着が次のtヽずれかに該当ずると認められる場合に.
虹 接種を行づてはならない.
(1_)明らかを発熱を皇 してい る者
(2)重患な急性疾患にかかっていることが明らかな青

1とがあることが明らかな著
(4)上記に絡げる者のほれ 予防接種 を行 うことが不

【製法の櫛要及び組成 ･性状】
1.製法の概要

本郷 土,イン7ルキンザウイルスのA型株を発育穿卵で
培重し,増殖したウイルスを含む尿抵陛液をゾーナル遠
心機による兼糖蜜度勾配遮心故により政論精解獲,ウイ
ルス粒子をエ-テル等により処理してHA画分浮遊液と

一一し,'Lホ).tJマ11ン苛不活化した乳 リン敢塩註衝境化ナト
ー●i)-9-L液を用いヤ規定汲皮に混合調製した洗剤であるL.

2.組成
本剤は,.lmL中に次の成分 ･舟丑を合有する｡

成 _ 一 ■一分 ･升 丑

.A/.カリフがレニケ/7./2009如Nl沖 tlA含丑 (-相旦億)紘,30jJg以上有効成分.(毅連珠)

揺加砂 ホルマリン o_0026巾 %以下OD(hlDさ

(ホルAアルデヒド換釦
チメロサ-Jt/-

雀化ナトリウム 83tnS
I)ン軽水繋ナい)ウム水和物 1.725ns

3.性状 .
_本剤は,インフルエンザウイルスあヘムアダIkすニシ
(HA)を含む澄明又はわずかに白濁した液剤である,.
pFf:6.8-8.0 染透庄此 (生理食塩掛 こ対する此):約1

【効能 ･効果】
承朴 ま,インフルエンザの予防に使用するU

【用法 ･用量1
0.5mLを皮下に,1回又はおよそ1-4週間の開村をおいて
2回注射する古ただし,6最から】3炭末浦の者には0.3TnL,
1歳から6蔵未浦の音には0,2m1..1歳兼浦の者には0.1m1_
ずつ2回注射する｡

用量に関連する接種上の注意
-∵∵三三:i.接種同時
_- _-~~二 ⊥丁二

_..=
2回接笹を行う場合の接種間軌1,免疫効果を考_6.する至
と4過樹おくことが選まLvl｡
他のワクチン製剤との捷捜間隔
生ワクチンの撮唖を受けた著は,通常,2相 以上,また.:
他の不活化ワクチンの荏種を受けた者は,適乳 6日以上
同所を凌いで本刑を凍種すること｡

【凄竜上の注意】
･1⊥接種要注意者-(捷径の判51を行.うに際ん.注意を要する

者)
破壊哩者が次のいずれかに苗当すると認6-られる場合は,
健康状慈及び体質を助重し,診察及び壌私通零の判断を
債量に得い,予防接種の必要性,由反応,有用性につい
て十分な艶明を行い.同意を確実に得た上で.注意して
嬢准すること｡

(I)心臓血管系疾患.腎巌疾患,肝耗疾患,血液疾患,.免
官降音等の碁礁疾息を有する着

く2)予防碇牧で渡屯後2日以内に発熱C3みられた者卑び全
身性発疹等のアレ!レギーを疑う虚状を重したことがあ
る者'

(3)過去にけいれんの民社のある者
(4)過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に

先天性免疫不全症の着がいる者
(5)気管支噂息のある者
(6)本剤の成牙叉は浄机 '弟肉.その他弟由来のものに対

して.アレ)I,ギーを呈するおそれのある昔
2.重要な草本的注意
(1)本邦は,r予防接種実施頒則J及びrインフルエンザ予

防接種実施要領｣に準准して使用すること｡
(2)被摸慈者について.接種前に必ず間執 権温及び診套

(視乳 癌静等)によゥて健康晩飯を調べること｡
(3)本邦は添加物としてチメロサール (水銀化食材)を含

有している｡チメロサール含有製剤の投与 f波租)に
より,過敏症 腺 乱 発軌 等麻軌 狂乱 堵薄等)
があらわれたとの報告があるので,問診を十分に行い,
凄艶 は観衆を十分に行うこと｡

(4)破壊種菅又はその保経者に,接種当ETは過激な遊動は
避け,接種解任を清潔に保も また,鼓種後の喰康監
視に曾渡し.局所の異常反応や侍所の変化,さらに高

●-■乱 lけいれん等の異常な症状を皇した併合には.速や
かに医師の診察を受けるよう事前に知らせること｡

3.相互作用
併用注意 (併用に注意すること)
免疫抑柳刃 (シクロスポリン水剤等)等との関係;)
.免疫抑制的な作用を持つ製剤の投与を受けている著,特
に長期あるいは大鼓投与を受けている者は本邦の効果が

･尋られないおそれがあるので.併剛 こ鑑定することや
4.-g反応 (まれに:0.1%美浦.ときに :0.i-5%未満,刺

詞なし:5%以上又は扱度不卿
(1)東大な副反応

l)ショック.アナフィラキシー様症状 :まれにショッ
ク.アナフィラキシー様症状 (寺麻疹,●呼吸国連,
血管浮鹿等)があらわれることがあるので.諌唖後
は紋寮を十分に行い.異常が盈められた壕各には適

～ 卿な姓位を行うこと｡
2)急性散在性脳脊髄炎 (ADEN) :まれに急性散在性

厨脊髄炎 (ADEM)があらわれることがある.遺･.%,
接種後数日から2週間臥内に発熱.頭痛.けいれん.
運動障害,意識隆幸等があらわれるC.本庄が疑われ
る場合には,MRl尋で診断し,適切な処置を行う
'ことh
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3)ギラン ･/(レー症候群 :ギラン･Jlレ-症候群があ
らわれることがあるので∴四肢遠位から始まる弛援
牲庶疫.･虎反射の裁可ないし群集等の症状があらわ
れた場合には適切な処置を希うこと｡

4)けいれん :けいれん (魚性けいれんを含む)があら
われることがあるので,症状があらわれた場合には

'適切な処鼓を希うこと｡

5)肝8.能障害.葺痘 :AST(GOT),AtlT(GPT).γ-
GTP,A1-PJO上昇等を伴う肝境能庫書.責症があら
われることがあるので,異常が証められた葛合には
勧 な処置を行うことこ

6)臆息発作 :臆点発仲を諺発することがあるので,鶴

_ 鼻を十分に街い,症状があらわれた場合には適切卑
処置を行うこと｡

(カ その他の副反応

1)過敦盛':まれに接種直後から敢日中に,発敷 革略
湿疹,紙 多形紅乳 癌串等があらわれもことがある｡

2)全身症状 :発&,悪寒.頚痛.倦怠感.一過性の
麓托滑失,めまい,リンイヾ節度免 官吐 ･噴気,下
軌 Bg節軌 鹿肉痛等を象めることがあるP,遠見
2-3日中に帝失する｡

3)局所症状 :黄泉 鹿晩 硬軌 敷瓦 痔軌 しびれ
感等を盗めることがあるが,遺骨,2-3日中に群
集する｡

5.高齢者への連理 1
.-投に高齢者では,生理枚能が低下しそいるので.凄種
に当たっては,予診等を償量に行い,故老准看の健康状
態を十分に検察すること｡･

6.妊掃､鹿録､授乳特等への接牲
妊蛙中の集積に関する安全性は確立していないので.鍾
好又は妊娠 している可能性のある丹人には寮巷 しないこ
とを最期と,し,予防嬢程上の有葺世が危険性を上回ると
判断される度合にのみ凄種すること｡

7.接種時の注意
(I)凄牡時

1)凄社用器具は,ダンマ線等により滅菌されたディス
ポーザブル品を用いる｡

2)容券の益及びその周四%.アルコ｢ルで鞘寺 した後.
注射針をさ･し込&,,所要量を港射静内に吸引する｡
この振作に当たゥては雑菌が達人しないよう任意す
る｡また.壕を放 り外し,あるいは他の容番に移し
食用してはならない｡■

3)草射針の先頚が血管内に入っていないことを確かめ
ること｡

4)澄射針及び注射衝は,彼凍准看ごとに耽り換えかナ
ればならない｡

(2)連理缶佐
渡を各位は,通常.上腕伸側とし,アルコールで粥毒
する｡
なお.阿一叢社部位に反復して凄種することは避ける
こと｡

【路床成漬】
I.有効性

15-17歳の青年男性377名を･178名と19号名の2岸に分け,.
前者には対照薬として破傷風 トキソイドを,後者には涜

･行の予想されるA香港型ウイルスのインフルエンザ不活
化ワクチンを凄社した｡その冬における対愚弄払 同じ
抗原塾のA香港型ウイルスに27.5%-の患染牢を示したの

に対 し,インフルキンザワクチン凄麓辞においでは.約
1/5の5.5%の感染率であり.この時のワクチンの有効率
は80%と井走されたZl｡
1997-2000年において老人嶺社施賢 ･病院に入所 (堤)
している高齢者 (65歳玖上)を対象にインフルエンザ
HAワクチンを1回捗良し有効性を評価した｡有効性の正
確を解析が可能であゥた98199シーズンにおける拝具か
ら,発病阻止効果は34-55%,インフルエンザを契歳と
した死亡阻止効果は82%であり.インフルエンザHAワク
チンは重症化を含め個人防衛に有効なワクチンと判断さ
れた｡せお,解析対象者は同意が得られたワクチン凄徒
者1198̂ ,非嬢毛著 鯛 群)I044人であった沖｡

2.安全性
インフルエンザHAワクチン凍老後の主な副反応札 発
赤等の局所反応 (ll.4%)及び発熱等の全身反応であっ
た11｡
高給着 (65歳以上)に付するインフ)I,エンザfIA'ヮクチ
ンの安全性を,'国内5我のワクチンを用いて調査 した｡
.1204例の対象者に2306回の蔑程術 われ,副反応の尭現
頻度を,凄准後3日馴 こ故老雀者が有事事象として露め

た症状を家人する評壷方法により調査したiその藤果,
全社接巷着の謝反応は,発熟などの全身反応が1】.3%.
発赤などの局所反応が11.6%であゥが ｡

【薬効辛理】
インフルエンザrT.Aワクチンを3週開村で2回連載した浄
令,接種1箇月掛 こ彼雑 音の77%が有効予防水準に達する｡
凍老後3箇月で有効予防水準が78.8%であるが;5着月では
50.8%と域少する｡効果の拝読は.克行ウイ)I,スとワクチン
に含まれてyヽるウイルスの坑鉄製が一致した時において3億
月説 くことが明らかになってい草｡基礎免疫を持っている鎗
合は,ワクチン#種群における有効予併水準は.3箇月を過
ぎても耗持さ叫てい'るU,峯蒔免疫のない齢 には.効果の
持緋 何がさ.らに1箇月近く女給される一).

I.接種静
【取痛い上の注意】

(1)誤って凍点させたものは.晶質が変化している金それ
があるので.使用してはならない｡

(2)使用前には,蕗ず.異常な温海.･着色.異物の混入そ
の他の異常がないかを捷訪すること｡

2.接種時

(I)冶蔵庫から取り出し愛鳥になってから.ljaず塀り混ぜ
均等にして使用する｡

(2)一度針をさしたものは,当日中に使用する.

【包 装̀】
混入 1mL 1本

【主筆文献】 ､
i)ve益Iuis,D.I.elA.:AntiviralRe丈.叩 Pl.I,289-292

(1955).～.
2)S噂uTa,んetal.:I.hfecLDi5.,122(6),472･478(1970).
3)神谷 斉ら:インフルエンザワクチンの効果に関する研

鮎 監 霊諾 雫獣 霧 ●再典感染症槻 鞠
4)楓抜糸国昭 :インフ)I,エンずワクチン,ワクチンハンド

プ･/ク.130-141(1994).
5)頻内 汁ら:高胎着 く65才≠)におけるインフルエンザ

.ワクチ:Yの安全性に関する倹軌 予防披凍制度に関する
文献集 (30),113･118_(2000).
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[垂 慮準藩由 癖 字1軸 `

生物由来製品 ウイルスワクチン現
薬 白本薬局方 生物学的製剤峯準

数 せん殴 新 一A型インフルエンザHAワクチン(HINl株)

販 売 苧:A型インフルエンザHAワクチンHINl性 机

貯 法 :適光して,10℃以下に凍希を避けて保存 ([取壊い上の注意1参照)¢
有効期間 :検定合格日から1年 (最終有効年月甘は外箱琴に表示)｡
荏)注意一医師等の処方せんにより使用すること｡ ~

寮 監 番 号 】6】OO班 0120Ⅶ

薬 価 収 戟 適 用 外
腔 売 開 始 1972年9月

本邦は,A型hlnl(ソ違型).A型H3N2(香港型).B型の3韓混合で柴逢されている季節性ィ.ンフルエンザワクチン
と同じく生物章的梨軸基準｢インフルエンザHAワクチン｣に準拠 し,~新型インフルエンザA型 (HtNー)ウイルスの単
抗窟HAワクチンとして製革されたもので奉る,新型インフル土.ンずA型 くHtNl)ワクチンとしては使用経敬がなく.
藩付文昔中の副反応,.睦床庇護.薬効薬理等の頒掛 ごついては季粛睦インフル工i,ザワケチンとしての成績を記載
している,新塾インフルエンザA型'(.HI仰).ワクチンとしでの虚疲執こ関しては.患部の情軸を随時参照する.ことC-

【嬢奄不適当着く予防接種を受けることが適当でない者)】
･破接種昔が次のいず本刑 こ詩峯すると諦められる.場合に
は.接種を行ってはならないD
川 明らかな発熱を呈している者_
(2)重鳶な急性疾患tこかかつていることが明らかな着 一

･(3)本劫の成分によってアナフィラキシーを呈 したこ
とがある.ことが明らかな昔 ~

(4)上記に掛 fる者q)ほか.予飴接種 を行うことが不

【製法の准要及び組成 ･性状】
1.製法の牡夢

本剤は,インフル串ンずウイルスのA型株を発育薄卵で
塔重し,増殖したウイルスを含む尿腹腔液をソーナル遭.
心横による舵槍密度勾配遮心注.により浪報滞袈後,ウイ
ルス粒子をエーテル尊により処理してHA圃分浮遊液と
し.ホルマ])ンで不活化した徒,T)ン硬塩線衝塩化サ ト

''1rPT落雷田下で況定汲度に托舎槻 した荘詞である｡
2.組成

本邦は,】mL中に攻の成分 ･分虎を含有する｡

成 分 升 亜

_有効成分(_艶遠株)A./かリフォルエア/7,./2009071N】)港.由̂ 含丑(.相当 .値)紘..30締以上

凍加物 ･ホルマリン 0_0026wly%且TO_OOJふS

(ホルÅアル■デヒド換井!
チメロサ-Jレ

塩化ナトリウム SSng
1)シ鰍 究ナ.トリウム水和物 . 1.725Ds

i 3.性状
本邦軌 インフルエンザウイルスのヘムアグルチニン
(HA)を含む澄明又はわずかに白濁した洗剤である.
plT:6.番-S.0 捜逢庄比 (生理食塩液に対する比):約1

【効能 ･効果】
本邦は.インフルェンザの予防に使用する｡

【用法 ･用量】
0.5TnLを皮下に,l回文はおよそ.】-4週間の閉所をおいて

I 2回注射する,.ただし;6憩から13鹿未満の者には0.3mL,
ユ鹿から6嵐未満の者には0.2mL.1歳未満の者には0.1mL
ずつ2回注射する｡

==:二二:二二二二二｣
二:二二 ｣

左･用量に関連する接種上の注意
接種間隔
2回凍種を行う場合の接種糊軌 ま.免疫効果を考_6する
と4週間おくことが掌ましい｡
他のワクチン製剤との接種間隔
生ワクチンの換亀を受けた者は,通常,27日以上 また
他の不倍化ワクチンの叢種を受けた者は,通常,6日以1
間常を置いて本邦を凍唖すること｡

2!);

【接種上の注意】
1,接種婁注意者_.(接種の判断を庁うに際し.注意を要する

音).

被接我者が次のいずれかに該当すると認〆られる場合は,
健康状態及び倖巽を勘尭し.診察及び鞍敏速香の判断を
慎重に行い,予防壕唖の必襲tL 副反乱 有用性について十分な艶明を行い,同意を確英に得た上で,一注意して
凍漉すること｡

(1)心膜血管系疾患,青島疾患,肝鹿疾患,血液疾乱 発
青棒書等の基礁疾患を有する着

く2)予防巷唖で滋唖凌2日以内に発熱の'みられた者及び全
身性発疹等のアレルギーを疑う症状を星したことがあ
る者'

(3)●過去にけいれんの既往由ある者 .
(4)適者に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に

先天性免疫不全症句者がいる者
(5)_ご気管支噂息のある者
(6)本潮の成分又は親卵.効軌 その他.g由来のものに対

して.アレルギーを呈するおそれのある昔
と､さ糞責な基本的注耳

本対は,｢予防接種実施競則｣及び rインフルエンザ予
,防穣唖真滝要領｣に嘩瀬して使用すること.

(2)被凍准看について,接種前に必ず間臥 検温及び診察
(視診,聴診等)によぅて低廉状悪を網べること｡

(3)本剤は漆加物としてチメロサー)I,(水銀化合物).を含
有している｡チメロサール含有製剤の投与 (凍凍)に
1り,過敏症 腺 熱,発疹,尊麻G.紅8,堵薙等)
があらわれたとの報告があるので.問診を十分に行vl,
凄進級は観察を十分に希うこと｡

(4)彼接種者又はその保･3着に.凍唖zsl並日は過激な運動は
避け..頻唖帯位を沖寮に保ち,また,濃瀧後の健慮監
視に骨宜し,局所の異常反応や体調の変化,さらに高
札 けいれん等の異常率症状を豊した場合には.速や
かに医師の診察を受けるよう事前に知らせること｡

3.相互作用
-併用注意 (併用に注意すること)
､免疫抑制剤 (シクロスポリン製剤等)等との期限I

免疫抑制的な作用を持つ炎剤の投与を受けている者,特
に長期あるいは大畳投与を受けている者は本邦の効果が

得られか ､おそれがあるので,q-用に注意することや
4.副反応 は itに:0.1'yjO未乳 ときに.'0.1･-5%未嵐 副

詞なし:5%以上又は頻度不即
(I)重大な副反応

l)ショック.アナフィラキシー様症状 :まれにショoj
ク.アナフィラキシー様症状 (考麻疹,呼吸匝乱
血管浮腫等)があらわれることがあるので,凄牡後
は我家を十分に行い.異常が盈められた場合には適
切な処置を行うこと｡

2)急性散在性齢脊髄炎 (ADEM) :まれに急性散在性
脳脊髄炎 (ADEN)があらわれることがある.通常,
接笹後数日から2通約以内に発熱.頭痛.t九､れん.
運動障害.意識経書等があらわれる..本症が疑われ
る場合には.MRI等で診断し,適切な処硬を行う
=th
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3)ギラン･/(レー症候群 :ギラン･Jlレー症候群があ
らわれることがあるので,四肢遠位から始まる弛涯
牡鹿痔.連反射の強弱ないし消失等の症状があらわ
れた歩合に妊遺骨を処置を行うこと｡

4)けいれん :けいれん く魚性けいれんを含む)があら
われることがあるので,症状があらわれた齢 には
遭わな処置を行うこと｡

5)肝朋 と障乱 費垣 :AST(GOT),ALT(OPT).γ-

GTP,Al･Pの上昇等を伴う肝瑞辞浄書,貴重があら
われることがあるので.異常が露められた歩合には
勘 を処置を行うこと｡

6)煤息発作 :桔急発作を斉発することがあるので.撹
集菅十分に希い,症状があらわれた場合には適切な
処置を行うこと｡

(2)その他の副反応 ●
1)過敏症:まれに凄蓬直後から鼓白中に,発疹,轍

湿疹,鉦鼓 多形紅乳 癌梓等があらわれることがある0
2)全身症状 :発熟,悪寒,敢痛,倦怠感,一過性の

意7&消失.めまい,リンパ節腫bg,噂吐 ･塔先,下
軌 阿蘇痛,虜肉痛等を壷めることがある机 通常,
2～3日中に清栄する｡

3)局所症状 :発赤,鹿膿二壊乱 熟盛,痔痛,しびれ
.感等を認めることがあるが,遺骨,.2-3日中に鞘

5.高遠 文芸議
一腹に高給者では,生理枚能が低下しているので,凍寒
に当たゥでは,予診等を慎重に行い,競凄撞着の健康状
態を十針 こ横幕すること0

6.妊婦､産掃､授乳持寄への接種
妊旋中の春巻に関する安全性は確立していないので,妊
掃又は妊娠している可能性のある用人には兼社しないこ
とを度期とし,予防凍亀上の有益世が危険性を上回ると
判断される場合にのみ凍巷すること｡

7.接種時の注意
(1)蛙隆時
-1)蒙を用器具は,gンマ級等Ltより滅菌されたディス

ポーザブル品を用いる｡
2)容昔の塩及びその周囲をアルコ-ルで消毒L,Eた乳
-注射針をさし込み,所要量を注射券内に吸引するCF
この連作に当たゥては雑菌が送入しないよう注意す

･る｡きた,巷を耽り外し.あるいは他の客者に暮し
使用してはならない｡

3)珪射針め先端が血管内に入っていないと_とを確かや
ること｡

4)注射針及び洗射帝は,故凍種者ごとに取り換えなけ
ればならない｡

(2)接種部便
嬢亜缶位は,通常,上鹿伸個とし,アルコールで清孝
する｡
なお,同一藤並部位に反攻して濃種するととは卦 ナる
こと｡

【昏康成轟】
1.有効性

15-17歳の青年男性377名を178名と199名の2帝に分け,･
前者には対席薬として破搬 トキソイドを,後者には涜
行の予逢されるA香港型ウイルスのインフルエンザ不活
化ワクチンを碁超した｡その冬における対照群は,同じ
抗原塵のA香港塑ウイルスに27.5%の感染率を示したの
に対し,インフルエンザワクチン凄亜群にカル､では.約
1/Sの5.5%の基染率であり. この時のワクチンの有効率
は80%と井定されたZ)｡
199ト 2000年において老人福祉施設 ･病院に入所 (院)
している高#着 く65歳以上)を対象にインフルエンザ
HAワクチンを1回凍准し有効性を評価した｡有効性の正
確を解析が可能であった98199シーズンにおける捧兼か
ら,発病鼠止効果は34-55%,インフルエンザを実機と
した死亡阻止効果抹82%であり,インフルエンザHAワク

チ-/ji量産化を含め個人防術に有効なワクチンと判断さ
れた｡なお.解析対象劃 ま同意が得られたワクチン凄准
看lJ98人 非凍寒者 榊層群)I044人であIDか ｡

2.安全性
インフルエンザHAワクチン.#雀後の主な副反応は,発
赤等の月所反応 (ll.4%-)及び発鼓等の全身反応であっ
た巾｡
高齢者 (65歳以上)に対するインフルエンザHAワクチ
ンの安全性を,国内5社のワクチンを用いて弔査 した｡
1204例の対象者に2306回の凄勧 弔 われ,副反応の発現
頻定を,孝養後3日打に雀卓准看が有事事象として認め
た声状を記入する調査方法により調査した.-その着果,
全社波巻者の41反応は,発熱などの全身反応が11.3%.
発赤などの局所反応が11.6%であった争｡

【薬効薬理】
インフルエンザ打Aワクチンを3週間防<･2回凄雀した壊

令,凍種1箇月後に梯 徒者の77%が有効予防水準に連する｡
券種後3箇月で有効予防水準が78.8%でおるbr.I5箇月では
50.8%と溝少する｡効果め持掛ま,施行ウイ)I,スとワクチン
に含まれているウイルスの坑最塾が一鼓した時に掛 ､て3億
月誘 くことが明らかになっている｡基軽免疫を持っている替
合は,ワクチン辞徒者における有効予防水準は.3箇月を過
ぎても維持されている#,基準免疫の'か .齢 には.効果の
持筑駒岡がき.らに1箇月近く左舷きれる11｡

【取扱い上の町 ●I
1.接種前
(1)誤って凍結させたものは.晶質が変化している台それ

があるので,使用してはならない｡
(2)使用前に臥 JjW .異常な温海,着色.異物の浪人そ

の他の異常がないかを捷謎すること｡
2.接覆時
(1)冷講座から取り出し萱兎になってから.必ず握り混ぜ

均等にして使用する ｡

(2)一度針をさしたものは,当▲日中に使用する｡

【包 装】
混入 lmL l本
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都道府県医師会が､リストの医療

機関と国との契約を代申し､まと
めて地方厚生局と契約する｡

都道府県医師会
l

霊孟宗謂 票 欝

リストの医療機関を市町村は､

内q)接種対象者数等から､医
足､偏在等がないかを検討｡

郡市医師会

Q)接種を希望する 医療
機関のとりまとめ､リス
ト化

厚生労働省(地方厚生局)

// ～lJ 三 一L.:i ④受託医療機関の決定.-◎受託琴療機関の渉都道府県

県 は ･;､.- -､㊨契約

る選定 醜 整 を 行 う こ と ､及 び 選 定 後 も さ ら に 不

足分の補充'定を行う予定があることを周知○

リス岬準知 .◎リストの通知 .き精査し､管療機関のネ

②リストの通知

医師会が候補とする医療 機 関

市町村
リス.トの医療機関では､接種対象者を接種す
るのに不十分であると判断した場合(リストに､

産婦轡 ほとんど入管 ､ない軌o個別に女渉

医 師 会 の 候 補 と な ら なか った医療 機 関
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都道府県名

受託医療機関リスト

受託医療機関名 ,:所在地(住所) 代表音名 ⊥般来院者

∫

-

院者｣欄にOを記入すること｡
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保健所t市町村保健セシタT等の活用
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市 町 村
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接種場所の確保

接種場所として活用
補助業務の再委託

郡市医師会

受託医療機関
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